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Ⅲ 中小企業支援事業の概要

１ 中小企業の新事業展開支援

(1) 経営革新支援事業

(2) 地場産業の振興

①山形カロッツェリア型ものづくり推進事業

②地場産業活性化総合支援事業

(3) その他の経営の革新や新事業展開への支援事業

①自動車・航空機等戦略産業集積促進事業

②自動車産業広域拠点集積対策基盤強化事業

③超精密加工テクノロジー開発支援事業

④知的財産活用促進事業

⑤技術者養成事業

⑥産学官連携コーディネート推進事業

⑦相談事業

⑧専門家派遣事業

⑨情報化人材育成事業

⑩産業ＩＴ高度化推進事業

⑪組込み技術開発人材集積事業

⑫やまがた産業夢未来基金事業



3

２ まちづくり活性化支援

(1) 商店街振興組合等組織体制強化事業

(2) 中心市街地まちづくり活性化支援事業

(3) やまがた元気出展支援事業

４ 経営基盤の強化支援

(1) 小規模事業者に対する支援

(2) 中小企業連携組織対策事業

(3) その他の経営基盤の強化に資する事業

①山形セレクション推進事業

②小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業

③小規模企業者等設備貸与事業

④中小企業取引支援対策事業

⑤工業技術力整備機械貸与事業

⑥プラットフォーム推進事業

⑦情報収集提供事業

⑧東アジア市場への県産品輸出戦略事業
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平成２０年度山形県中小企業支援計画 要約版

山形県では、中小企業支援法、平成２０年度中小企業支援計画（平成２０年４月１日中小企業庁）

並びにやまがた産業振興プラン（平成１８年３月山形県）に基づき、平成２０年度山形県中小企業支

援計画を作成する。

本計画は、平成２０年度における本県中小企業の支援策を体系的にとりまとめたものであり、本県

中小企業の実情に即した対策を講じるものである。

これらの支援策は、山形県企業振興公社（山形県新事業支援センター）、山形県中小企業団体中央会、

各商工会議所や商工会、商工会連合会などの連携を強化し、中小企業の直面する様々な経営課題に対

するワンストップサービスの提供をすることにより、より効果的で実践的なものとしていく。

また、平成１８年３月に策定された、今後５ヵ年の産業振興を図るための具体的施策プログラムで

ある「やまがた産業振興プラン」に基づき、「地域の『力』を活かし、新時代に挑む『産業やまがた』

の創造」に向けて、着実な施策の展開を行っていく。

具体的には、特に本県産業の基幹をなすものづくり産業の振興を中心に、

１ 創業から経営革新まで「市場に挑戦する中小企業の支援」を通じた経済の活性化

２ 中小企業の人材育成・人材確保

３ 地域における人材・技術等の有機的連携

をすすめ、「誇りの持てる『未来に広がる“やまがた”』」の創生を進めていく。
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Ⅰ 平成２０年度中小企業支援事業の基本方針

近年、急速な勢いで進展する少子高齢化や団塊の世代が定年退職を迎えるいわゆる２００７年

問題などの労働力人口の減少や、アジアを中心としたマーケットの拡大の中における国際分業体

制整備への対応、消費者の価値観の多様化による商品ニーズの多様化、地球温暖化などの環境問

題に対する企業活動の対応など、わが国の経済・社会環境は激変し、大きな転換期にある。 
また、本県産業は、付加価値生産性が全国を下回っている外、企業数・事業所数の減少や就業

者数の減少などにより産業活力が低下していくことが懸念されること、製造業における部材など

の県内調達率が低下しつつあること、小売店舗数の減少と商店街の空洞化、情報サービス業やデ

ザイン業などの対事業所サービスの集積が低く産業間の連携が弱いことなど、内部的な課題も抱

えている。

こうした状況を脱却し、今後、本県産業が自立的に発展していくために、県では平成１８年３

月に今後５ヵ年の計画期間である「やまがた産業振興プラン」を策定し、産業振興を図るために

具体的施策プログラムを示した。この中では、「地域の『力』を活かし、新時代に挑む『産業やま

がた』の創造」を基本目標とし、「ものづくり産業群の競争力強化」「多様な産業の創出とネット

ワーク化」「観光『やまがた』の推進」「山形ブランドの確立と内外戦略の展開」「地域産業の担い

手の育成」及び「地域産業支援体制の構築」の６つのアクションプログラムを柱に、取り組みを

強化していくこととしている。

特に本県産業の根幹をなすものづくり産業を支える中小企業については、これらの施策の牽引

役としての役割を期待しており、本県中小企業が「商品開発力」「生産力」「販売力」を身につけ

ていくためには、さまざまな分野の外部の専門家の活用等により、中小企業に不足しがちな経営

ノウハウ、技術、情報等のいわゆるソフトな経営資源を補完できるような支援策を充実するとと

もに、意欲ある県内企業等の取り組みを企画アイデア段階から、開発、事業化、販売に至るまで

総合的に支援できる体制を構築していくことが必要である。

そのため、平成２０年度においては、①創業から経営革新まで「市場に挑戦する中小企業の支

援」を通じた経済の活性化、②中小企業の人材育成・人材確保、③地域における人材・技術等の

有機的連携により地域の総力をあげて中小企業を支援する体制整備等を中心に県内中小企業に対

する総合的な支援を実施していく。
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Ⅱ 中小企業支援事業の実施体制

中小企業支援事業は、国、県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が密接に連携・協力して実

施すべきものである。このため、県内においては、山形県新事業支援センターを中心としながら、

独立行政法人中小企業基盤整備機構が全国９か箇所に設置する中小企業・ベンチャー総合支援セン

ター等との連携を図っていく。

また、本県における中小企業支援事業の実施に当たっては、以下の考え方に基づき、支援体制を

整備していく。

・中小企業支援法第７条第１項の規定に基づき指定した(財)山形県企業振興公社（山形県新事業

支援センター）を中心として中小企業支援事業を実施する。

・県内４地域に構築した地域プラットフォーム体制の浸透を図る等、支援機関間の緊密な連携に

より県内中小企業者に対し、最適な支援を提供していく。

・中小企業新事業活動促進法に基づく施策と中小企業支援法に基づく施策とを一体的に運用する

とともに、本県独自施策についても可能なものから、一体的な運用を図っていく。

・民間専門家の専門的能力を効率的に活用し、質の高い支援を提供できるような機能の充実を図

っていく。

１ (財)山形県企業振興公社（山形県新事業支援センター）

(1) (財)山形県企業振興公社の概要

同公社は、平成７年４月に貸与公社、下請振興公社、商工情報センター及び商業振興基金の

４団体を統合して設立されたものであり、経営診断・助言機能、情報の提供、あっせん等の事

業が集約されるとともに、そのために必要となる組織体制、県内企業に関する豊富な知識をも

有している。 

(2) (財)山形県企業振興公社（山形県新事業支援センター）の指定

上記のように、同公社は、中小企業支援事業を実施するだけの組織、能力等を有していると

判断されることから、県として、平成１２年５月１０日に中小企業支援法第７条第１項に定め

る指定法人として指定した。

(3) 関係機関との連携

同公社新事業支援センターが、中小企業支援事業実施の中心となって施策を展開していくに

あたって、研究開発から事業化まで一貫した支援体制を構築することが重要であることから、

新事業支援センターが密接に連携すべき機関として、以下の機関を位置づけ、その機能、特性、

役割分担等を踏まえて、相互に連携していく。
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○新事業支援機関

項 目 団 体 名

公設試等 山形県工業技術センター、山形県高度技術研究開発センター

技術支援機関 （財）山形県産業技術振興機構、（社）発明協会山形県支部、

（社）山形県情報産業協会、（財）山形大学産業研究所

商工団体等 商工会議所、商工連、商工会、山形県中小企業団体中央会、

山形県信用保証協会、

独立行政法人雇用・能力開発機構山形センター

○連携機関

項 目 団 体 名

大学等研究

機関

山形大学、東北芸術工科大学、東北公益文科大学

山形県立産業技術短期大学校、山形県立保健医療大学

山形県立米沢女子短期大学、鶴岡工業高等専門学校

慶應義塾大学先端生命科学研究所

金融機関等 地銀系ベンチャーキャピタル（３社） 
政府系金融機関（３社）、県内企業向け投資ファンド

(4) プロジェクトマネージャー及びサブマネージャーの配置

山形県新事業支援センターが行う中小企業支援事業を効果的かつ効率的に実施するため、事

業を一貫して管理するプロジェクトマネージャー１名を設置する。

プロジェクトマネージャーについては、経営診断、助言、情報化促進、リテール・サポート、

取引適正化等に係る事業などの中小企業支援事業のほか、中小企業新事業活動促進法に係る施

策についても一体的に活用し、ソフト的な経営資源確保の支援を総合的に実施できるよう環境

の整備を図っていく。

また、経営、技術などの専門的な面からプロジェクトマネージャーを代理・補佐する者とし

てサブマネージャー（経営支援アドバイザー）３名を設置し、うち１名を庄内地域駐在とする

ことにより、地域の実情に合わせたきめ細やかな支援を可能とする。

プロジェクトマネージャー及びサブマネージャーは、県内中小企業者からの相談への対応や、

支援計画を策定し、各種支援事業の活用により意欲ある中小企業者を積極的に支援する。

(5) 県内中小企業との情報交流体制の整備

新事業支援センターは、県レベルの中小企業支援体制の中心として、中小企業者、民間支援

事業者等の交流拠点として機能するよう、中小企業者に対する支援施策など幅広い情報の提供

や中小企業者が異業種事業者と交流を行えるような機会の提供などに努めていく。
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２ 地域プラットフォーム協議会

新事業支援センターや商工会議所・商工会、県中小企業団体中央会をはじめとする地域におけ

る他の中小企業支援機関等との間において緊密な連携の下、広範な中小企業支援施策情報等の経

営資源について情報の共有化を図る。また、県内中小企業の創業、新事業展開、経営革新、新連

携等の取り組みをきめ細かく支援するため、県内の４地域に関係支援機関同士の緊密な連携体制

による地域プラットフォームを中心に、地域の総力を結集して県内中小企業者に対してワンスト

ップサービスを提供していく。

３ 中小企業関係団体の実施体制

(1) 商工会議所・商工連・商工会

商工会議所、商工連及び商工会は、当該地区内の小規模事業者の経営の改善発達を図るため、

個別の相談・指導事業を中心とした経営改善普及事業を実施していく。

これらの団体は、経営改善普及事業を円滑かつ効果的に実施するため、経営指導員等を配置

するとともに、経営指導員等が経営改善普及事業に専念することができるよう、一般管理事務

の責任者として事務局長等を配置し、事業環境の整備を図る。また、創業、経営革新に向けた

ビジネスプラン作成、マーケティングリサーチ等を支援する。

(2) 山形県中小企業団体中央会

山形県中小企業団体中央会は、県内の組合等の設立指導や組合の運営を支援するための情報

提供、調査研究、新事業の開発を目指す組合や異業種グループの活動支援、新連携への取り組

み支援等の事業を実施する。

また、山形県工業会の事務局として、企業と大学との交流会、見学会を実施するなど、産学

連携の促進に努める。

４ 地域力連携拠点の実施体制

地域力連携拠点は、中小企業の新たな支援体制として平成２０年５月に県内に８機関が設置さ

れ、経営力の向上、創業・再チャレンジ、事業承継といった中小企業が直面する今日的な課題に

ついて、パートナー機関と連携しながら解決のための支援を行う。 
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Ⅲ 中小企業支援事業の概要

※以下の事業費 20年度予算額（国の補助金額を含む）

（ ）書きは 19年度予算額（国の補助金額を含む）

１ 中小企業の新事業展開支援

(1) 経営革新支援事業 1,050 千円（1,400 千円）

経営革新計画の策定・承認に向けた指導・助言や事業計画ヒアリングを行う。

(2) 地場産業の振興

①山形カロッツェリア型ものづくり推進事業 5,900 千円(10,400 千円)

県内の優れた職人技術を結集し、高付加価値型の商品開発と海外展開を目指す新たな生産方

式（カロッツェリア方式）の確立を目的とするプロジェクトを推進する。

②地場産業活性化総合支援事業 45,895 千円(45,361 千円)

地場産業の活性化に向け、産地組合等が行う後継者育成、新商品開発、販路開拓等の取組に

対する助成を行う。

(3) その他の経営の革新や新事業展開への支援事業

①自動車・航空機等戦略産業集積促進事業 15,571 千円（20,122 千円）

東北６県との連携による自動車産業の集積促進に向けた取組を展開する。また、将来も安定

的な成長が見込まれる分野の一つである航空機産業への県内企業の新規参入や取引の拡大を支

援する。

②自動車産業広域拠点集積対策基盤強化事業 12,536 千円（新 規）

東北地域における自動車関連産業の動向を受け、県内企業への現場改善指導等により競争力

の強化を行い、県内企業の取引拡大や新規参入に向けた取組みを実施する。

③超精密加工テクノロジー開発支援事業 15,574 千円（16,746 千円）

県内製造業の技術競争力強化に向け、これまで蓄積した超精密加工に係る技術的成果を県内

企業へ普及させ、企業や技術者の加工技術レベルの向上、技術移転を図り企業の製品開発支援

に取り組む。

④知的財産活用促進事業 6,875 千円（7,326 千円）

特許等知的財産に関する情報提供、指導相談を通じて、県内企業の技術改発・研究開発の効

率化、知的財産の活用促進を図る。

⑤技術者養成事業 8,886 千円（9,901 千円）

企業における人材を高度技術者として養成するための研修を体系的に実施する。
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⑥産学官連携コーディネート推進事業 17,997 千円（18,012 千円）

（財）山形県産業技術振興機構に産学官連携コーディネートを配置し、県内企業の技術ニー

ズ及び県内研究機関の研究シーズの調査・マッチング、研究開発プロジェクトのコーディネー

ト、産学官連携の相談窓口等の事業を実施する。

⑦相談事業 22,681 千円(24,585 千円)

新事業支援センターにＰＭ・ＳＭを配置し、中小企業者、起業予定者などを対象に、企業の

設立準備など様々な経営課題について、相談事業を実施する。

⑧専門家派遣事業 9,673千円(10,185千円)

県内中小企業者の抱える種々の課題及び経営、人材、情報、資金等の不足する経営資源に対

して、課題の解決及び経営資源の円滑な確保を支援するため、民間の専門家等を活用して、適

切な診断・助言を実施する。

⑨情報化人材育成事業 2,132 千円(2,758 千円)

ＩＴ技術に係る初・中級技術者を対象とした技術研修と、最新ＩＴ技術に関する啓蒙普及セ

ミナーを実施する。また、県内の情報サービス企業が描く将来ビジョンを実現するために必要

な技術者育成計画を認定し、育成に係る経費の一部を助成する。

⑩産業ＩＴ高度化推進事業 2,150 千円(3,524 千円)

情報サービス産業の振興及び県内中小企業によるＩＴの戦略的活用を図るため、企業による

ＩＴ高度利活用促進、組込み技術の集積促進に係る事業を実施する。

⑪組込み技術開発人材集積事業 2,554 千円（新 規）

組込み技術の活用促進による企業の競争力強化及び取引拡大のため、組込み技術者の育成及

び県内企業への定着を推進する。

⑫やまがた産業夢未来基金事業 基金 6,509,050 千円（新 規）

独立行政法人中小企業基盤整備機構の支援のもとに創設した「やまがた産業夢未来基金」に

より、中小企業等による新産業・新事業・新技術の芽だし・育成を重点的・集中的に支援する。

・新技術等育成支援事業

新たな技術等の開発、それらを活用した商品開発など、新規市場の創出、新事業展開や

早期の事業化に向けた取組みに対して助成を行う。

・課題解決型技術開発支援事業

既存技術を活用した新製品開発等の技術開発課題解決に向けた取組みに対して助成を行

う。

・創業・新事業支援事業

＜地域資源活用型＞

地域資源を活用した新商品及び新サービスの開発・事業化・ブランド化に向けた取組み

に対して助成を行う。
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＜地域ニーズ対応型＞

健康福祉、環境、情報サービス等地域ニーズに対応した新産業の創出に向けた取組みに

対して助成を行う。

２ まちづくり活性化支援

(1) 商店街振興組合等組織体制強化事業 1,434 千円(1,792 千円)

県内各地域の商店街活動の強化を図るため、山形県商店街振興組合連合会が商店街振興組合

に対して指導、研修等を行う場合、必要な経費を補助する。

(2) 中心市街地まちづくり活性化支援事業 17,892 千円(22,800 千円)

中心市街地の再生を図るため、まちづくりグループ、商店街、ＮＰＯ等によるまちづくりに

関する取組みや、中心商店街の経営改善、商業集積を創出する取組みに対して補助を行う。

(3) やまがた元気出店支援事業 4,375 千円(新 規)

商店街の空き店舗等に必要な業種の出店を促進することにより、商店街の魅力向上と中心市

街地の活性化を推進する。

３ 経営基盤の強化支援

(1) 小規模事業者に対する支援 1,265,259 千円(1,318,503 千円)

商工会議所、商工会等における小規模事業者に対する支援体制を整備するため、経営指導員

等設置費について助成するとともに、商工会議所、商工会等が実施する小規模事業者向けの経

営改善普及事業に要する経費について助成する。

(2) 中小企業連携組織対策事業 132,203千円(138,616千円)

組合等の活性化に資する事業を円滑かつ効果的に実施するため、山形県中小企業団体中央会

指導員の人材育成事業や各組合等の実施している取組事例等の情報を収集・加工し、各組合等

に広く情報提供する事業等に対して助成する。

(3) その他の経営基盤の強化に資する事業

①山形セレクション推進事業 55,370 千円(51,886 千円)

「山形基準」を満たす県産品・サービスの「山形セレクション」への認定、プロモート及

び「山形セレクション」を目指す取組を支援する。

②小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業 35,010 千円(35,010 千円)

小規模企業者等設備貸与制度の利用者の割賦損料負担増を軽減するため、貸与機関が実施

する設備貸与事業の貸倒対応のための準備金に対して助成する。

③小規模企業者等設備貸与事業 700,000千円(700,000千円)

小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化
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に必要な設備の導入の促進を図るため、設備貸与事業を実施する。

④中小企業取引支援対策事業 12,836 千円(13,762 千円)

下請中小企業の販路拡大を図るため、受発注情報の収集提供、取引あっせんのための商談

会等を行う。

⑤工業技術力整備機械貸与事業 480,000千円(480,000千円)

先端技術力の向上や下請企業の振興を図るため、地域の中核的中小企業を対象とした設備貸

与事業を実施する。

⑥プラットフォーム推進事業 2,480 千円(3,343 千円)

全県及び総合支庁単位で産業支援機関相互の連携支援体制（プラットフォーム）を整備し、

支援施策等の情報共有や連携を徹底し、県内中小企業に対して総合的な支援を行う。

⑦情報収集提供事業 10,748 千円(13,792 千円)

県内産業の人材、技術、設備等をデータベース化し、これら経営資源に関する情報を県内外

の企業へ発信するとともに、支援施策等に関する情報を県内企業へ提供する事業を実施する。

⑧東アジア市場への県産品輸出戦略事業 11,475 千円(11,465 千円)

海外市場における県産品のプロモーションの実施、商談会開催等による東アジア市場におけ

る定番化・ブランド化を推進。


